
ご使用上の注意

●本サービスは、弊社製品をご利用いただいているお客様のサポートを目的としています。修理などで部品を調べる際の参
考資料としてご利用ください。

●部品購入をご希望の場合は、代理店を通じてのご購入をお願い致します。必要に応じて代理店をご紹介いたしますので、
お問い合わせください。

●できる限り部品の供給を継続していますが、製品展開図（パーツリスト）に記載されている部品でも、一部お応えできな
い場合がございます。予めご了承ください。

●掲載内容は予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

超音波式加湿器 WM-KNCタイプ 製品展開図



51 ニュースーパーロック

48 ヒューズ（二次側）

46 ヒューズホルダ

DETAIL  B

DETAIL  Ａ

A

13 吹出パイプ

45 ランプ

44 スイッチ

19 防湿隅取モータシャフト

33 シロッコファン

55 スナップピン

24 サーモプロテクタ

41 リレー

54 セミパチン錠

14 吹出パイプガイド

50 ラバーパッキン

30 ワンタッチ管継手（オリフィスφ1付）

21 電磁弁

16 電装ボックスカバー用
断熱材

29 電磁弁出口エルボ

20 超音波
加湿ユニット

40 放熱シリコンゴム

18 ヒートシンク

17 放熱シート
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40 放熱シリコンゴム

20-2 超音波
加湿ユニット基板

25 排水管大容量

37 フロート用パッキン

38 ゴムブッシュU字型

36 Oリング（P-8）
26 排水プラグ

20-1 超音波振動子

39 振動子スペーサ

35 Oリング（P-20）

50 ラバーパッキン

23 給水用フロートスイッチ

22 低水位用フロートスイッチ

54 セミパチン錠

54 セミパチン錠

54 セミパチン錠54 セミパチン錠

43 トランス

27 オーバフロー管

54 セミパチン錠

28 給水ストレーナ

31 ワンタッチ
管継手

32 ナイロンチューブ

53 膜付グロメット

53 膜付グロメット

53 膜付グロメット

53 膜付グロメット

53 膜付
グロメット

49 ワンタッチパッキン

47 ヒューズ（一次側）

34 シロッコファン
ケーシング15 吹出口パッキン

（KNC3000・4000の場合）

a

a

42 リレーソケット

B

20 超音波
加湿ユニット

56 電源コードＡ

57 電源コードB

DETAIL B

※イラストは KNC2000 で表しています。
他型番の場合、イラストと部品数が異なる場合があります。ご注意ください。
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超音波式加湿器 WM-KNC タイプ 製品展開図 ウエットマスター
対象型番 WM-KNC2000、WM-KNC3000、WM-KNC4000



超音波式加湿器 WM-KNC タイプ 販売部品リスト ウエットマスター
対象型番 WM-KNC2000、WM-KNC3000、WM-KNC4000

図番 部品名称 コード番号 仕様

20 超音波加湿ユニット 208200-093
販売単位：1 セット　NB-59S、振動子、SUS 水槽用、下記 39 部品付
39 振動子スペーサ

20-1 超音波振動子 208200-094
販売単位：1 個　SUS 水槽用、下記 39 部品付
39 振動子スペーサ

20-2 超音波加湿ユニット基板 208200-095 販売単位：1 個　NB-59S、SUS 水槽用

13 吹出パイプ 208200-013
販売単位：1 本　
※KNC2000 は 4 本、KNC3000 は 6 本、KNC4000 は 8 本使用

14 吹出パイプガイド 208200-014
販売単位：1 本　
※KNC2000 は 4 本、KNC3000 は 9 本、KNC4000 は 11 本使用

15
【KNC2000 用】吹出口パッキン 208200-015 販売単位：1 個　72 × 80 × 13t

【KNC3000・4000 用】吹出口パッキン 208200-016 販売単位：1 個　75 × 70 × 13t

16
【KNC2000 用】電装ボックスカバー用断熱材 208200-017 販売単位：1 枚　

【KNC3000・4000 用】電装ボックスカバー用断熱材 208200-018 販売単位：1 枚　

17 【KNC3000・4000 用】放熱シート 208200-019 販売単位：1 枚　

18 【KNC3000・4000 用】ヒートシンク 208200-020 販売単位：1 枚　アルミ板、t2

19 防湿隅取モ－タ シャフト 208200-021
販売単位：1 個　コネクタ、下記 53 部品付
53 膜付グロメット

21 電磁弁 208200-022 販売単位：1 個　AC100V

22 低水位用フロートスイッチ 208200-023 販売単位：1 個　FS2（リード線：茶色）

23 給水用フロートスイッチ 208200-024 販売単位：1 個　FS1（リード線：灰色）

24 サーモプロテクタ 208200-025 販売単位：1 個　

25 排水管 大容量 208200-026 販売単位：1 本　

26 排水プラグ 208200-027 販売単位：1 個　

27 オーバフロー管 208200-028 販売単位：1 本　

28 給水ストレーナ 208200-030 販売単位：1 個　Ｔ型

29 電磁弁出口エルボ 208200-031 販売単位：1 個　

30 ワンタッチ管継手（給水電磁弁入口側） 208200-066 販売単位：1 個　オリフィスφ 1 付

31 ワンタッチ管継手（給水ストレーナ側） 208200-032 販売単位：1 個　

32 ナイロンチューブ 208200-033 販売単位：1 本　1m

33
【KNC2000 用】シロッコファン 208200-034 販売単位：1 個　60-40L

【KNC3000・4000 用】シロッコファン 208200-035 販売単位：1 個　80-40L

34
【KNC2000 用】シロッコファンケーシング 208200-036 販売単位：1 個　60-40L

【KNC3000・4000 用】シロッコファンケーシング 208200-037 販売単位：1 個　80-40L

35 Ｏリング（P-20） 208200-038
販売単位：1 個　
※KNC2000 は 4 個、KNC3000 は 6 個、KNC4000 は 8 個使用

36 Ｏリング（P-8） 208200-039 販売単位：1 個　

37 フロート用パッキン 208200-040 販売単位：1 個　

38 ゴムブッシュ Ｕ字型 208200-041 販売単位：1 本　

39 振動子スペーサ 208200-042 販売単位：1 個　

40 放熱シリコンゴム 208200-043 販売単位：1 個　

41 リレー 208200-044 販売単位：1 本　

42 リレーソケット 208200-045 販売単位：1 本　

43

【KNC2000 用】トランス 208200-046 販売単位：1 個　135VA

【KNC3000 用】トランス 208200-047 販売単位：1 個　260VA

【KNC4000 用】トランス 208200-048 販売単位：1 個　320VA

図番 部品名称 コード番号 仕様

44 スイッチ 208200-049 販売単位：1 個　

45 ランプ 208200-050 販売単位：1 個　

46 ヒューズホルダ 208200-051 販売単位：1 個　

47
【KNC2000 用】ヒューズ（一次側） 290012-008 販売単位：1 個　250V 3A

【KNC3000・4000 用】ヒューズ（一次側） 290012-009 販売単位：1 個　250V 5A

48
【KNC2000 用】ヒューズ（二次側） 290012-009 販売単位：1 個　250V 5A

【KNC3000・4000 用】ヒューズ（二次側） 290012-003 販売単位：1 個　250V 10A

49 ワンタッチパッキン 208200-052 販売単位：1 個　

50 ラバーパッキン 208200-053 販売単位：1 個　

51 ニュースーパーロック 208200-054 販売単位：1 個　

53 膜付グロメット 208200-056 販売単位：1 個　

54 セミパチン錠 208200-057 販売単位：1 個　

55 スナップピン 208200-058 販売単位：1 個　

56 電源コードＡ 208200-064
販売単位：1 本　
ニュースーパーロック、防水コネクタ付、0.18m

57 電源コードＢ 208200-065 販売単位：1 本　防水コネクタ付、1m

58 KNC 交換用インダクタ 208200-096 販売単位：2 セット　pc 端子 4 個付属
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